
  

 

 

 伊豆の国市商工会では、来年2019年10月に実施予定の、消費税率10%への引上げ及び軽

減税率制度の導入その他の制度変更に対応するため、中小企業・小規模事業者が適正に円

滑な事業活動の環境を整備することができるよう支援をしています。商品により消費税率が異

なる軽減税率。自社の消費税の転嫁対策を学びましょう。商工会では下記のとおり講習会を開

催しますので皆様の受講を心よりお待ちしております。 

◎毎月第2金曜日 

〈18：00～20：30〉 

◎場所  
伊豆の国市商工会 

〈伊豆長岡支所〉 
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 去る6月11日（月）に第8次伊豆の国ブランドの認定審査会が行なわれました。伊豆の国市商工会正副会長、各部会長、

地区代表理事らが審査員となり、申請のあった9事業所の17商品を審査し、伊豆の国ブランドとして認定しました。審査

会では各事業所から提出されたサンプルを試食し、審査を行いました。8月1日号の商工会会報にて詳細をご報告します。 

 伊豆の国ブランドは、認定申請の受付けを随時行っておりますので、自慢の逸品の申請をお待ちしております。 

 
 

 

        

 

 

 伊豆地域8商工会の食品を取扱う会員事業所が一堂に

会し、自慢の逸品を販売いたします。昨年度より、沼

津、三島、伊東、下田の商工会議所からも出展事業所

が加わり、更に魅力が増したIZU食彩トレイドフェアへ

是非お越しください。 

 尚、本年より個別商談会は開催しませんが、 

 食品バイヤー様の来場も大歓迎です。  
             

日  時 9月8日（土）10:00～16:00 ★入場無料 

場  所 伊豆の国市長岡総合会館アクシスかつらぎ     

     （伊豆の国市古奈255） 

出 展 者  約50社の伊豆地域の飲食関連業者 

問合せ先 伊豆の国市商工会 大仁支所  

     TEL 0558-76-3060 

 

「知的財産権について聞いてみたい」「新しい商品

開発に取り組みたい」「加工の為の設備を導入した

い」等、商品開発を行い販路を拡大したいとお考え

の方は是非ご参加ください。 
 

◆日  程  平成30年7月19日（木） 

         13：30～15：00 

◆場  所  伊豆の国市商工会 本所 2階会議室 

◆内  容  各種助成金・支援制度や過去の事例紹介 

         知的財産権制度の基礎知識  
         ※希望者に向けた個別相談 

◆受 講 料  無料 

◆申込締切    平成30年7月13日（金） 

【問合せ・申込】 伊豆の国市商工会 本所  

             TEL 055-949-3090 

 ◎日時 ⇒ 平成30年8月23日（木）14：00～16：30  
 

 ◎講師 ⇒ 経営学博士・税理士 朝原 邦夫 氏 
            （朝原労務会計事務所 所長）  

◎セミナー内容  ⇒  
   １、 消費税軽減税率制度の内容と 準備と対策 

   ２、 売上を拡大させる販売開拓  

   ３、 税務調査についての対策  （速報！）  
 

◎会場 ⇒伊豆の国市商工会本所 2階大会議室 
 

◎受講料 ⇒   無料 
 

◎持ち物  ⇒  筆記用具（蛍光ペン持参）、電卓 
 

◎締切    ⇒  8月15日（水） 
 

◎問合せ・申込 ⇒ 伊豆の国市商工会 

                             大仁支所 TEL 0558-76-3060 

 

✔家の新築 

✔屋根や外壁の塗装 

✔エアコンの取付 

✔オール電化 

✔浴室、トイレをリ  

  フォーム ・・その他何でも 

商工会建設部

会の専門指導

員が増改築の

費 用、工 事 規

模、工期などに

ついてのご相談

に応じます。 

【お問合せ】伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所  

      TEL 055-948-5333 

 

  

平成30年度県下統一標語 
  

～商工会法施行60周年記念～ 
 

   「明日の地域 

       築く我らの商工会」 

 

昨年度に引き続き『伊豆の国バル』が今年も開催決定！ 

伊豆の国市を満喫しましょう！！ 
 

●開催日程   平成30年9月28日(金)～10月4日(木) 

●開催地域    市内全域(韮山･長岡･大仁) 

●参加業種    飲食･土産販売･温泉入浴･サービス等 

●バルチケット  (5枚綴り1ｾｯﾄ) 

           前売価格：3,500円 当日価格：4,000円 
●チケット販売  8月下旬より商工会、観光協会窓口等にて販売開始予定 

 ◎注意◎ 今回は「後バル」はありません。 チケットは期限内にご使用ください。 

●公式ＨＰ    https://machipo.jp/hansharo-bar 
 

●問合せ先    伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

☆2018年秋は伊豆の国ふるさと博覧会も同時開催!! 

∽∽IZUNOKUNI BAR∽∽ 

知財総合支援窓口・産業振興財団の 

助成金・支援制度講習会 

  

 

 

◎日 程   ＜全3回＞平成30年8月29日（水）、9月3日（月）、9月6日（木）18時30分～21時30分 

          ＜塾受講者限定個別相談＞平成30年9月11日（火）、9月13日（木）希望日1時間程度 

◎場 所    伊豆の国市商工会 本所 2階会議室(伊豆の国市四日町290） 

◎内 容    経営、財務、人材育成、販路開拓 等 

◎対象者   創業予定者、創業後間もない事業者（1～3年程度） 

受講料無料 伊豆の国創業塾  

※伊豆の国市創業支援事業計画に基づく講習会です。伊豆の国市創業 

   等支援事業費補助金の申請には当セミナーの受講が必須となります。 

※創業者向け伊豆の国市利子補給制度が開設され、講習会内で紹介 

   予定です。 

～～伊豆の国市商工会では創業を考えている方、創業して間もない方を対象に創業に必要な知識やノウハウを習得できるセミナー 

を開催します。数々の経営サポート実績を持つ中小企業診断士をはじめとする専門家が実現可能な創業ノウハウを伝授します～～ 

〈問合せ・申込〉伊豆の国市商工会 本所    

          TEL 055-949-3090 

〈連携・協力〉伊豆の国市/静岡県よろず支援拠点/ 

               静岡県商工会連合会 

「何から始めれば？」「手続きは？」「開業資金を 

準備したい！」「創業計画書を作りたい、見直したい」

にお応えします！ 

 

事業承継には一般的に5～10年かかると言われています。ご存知ですか？また廃業する場合にも設備の廃

棄や廃業後の 生活などリスクが伴います。 

「まだ先のことだけど・・・事業承継って何だろう？」「事業は残したいけど後継者がいない！どうやっ

て後継者を見つければいいんだろう？」「後継者はいるけど今からやるべきことがわからない」など・・・

疑問を解決し、今後の準備や計画について講習会を開催します。 
 

●日 程   平成30年7月24日（火）、9月20日（木） 

         両日とも19時00分から（20時30分終了予定） ※同一内容 

●場 所   伊豆の国市商工会 本所 2階会議室（伊豆の国市四日町290） 

●内 容   事業承継問題の対応と方向性・事業承継の内容と事例など 

●受講料  無料 

●講 師   静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 清水 至亮 氏 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

●連携・協力  伊豆の国市／静岡県事業引継ぎ支援センター 
 

 

   

 ※上記事業承継セミナーへの参加は無しでもお申込は可能です。 
 

●日 程     毎月第4水曜日【要予約】 

          ※平成30年8月のみ第5水曜日（8月29日） 

●相談時間   ①  9時30分～10時30分 ②11時00分～12時00分 

   ③13時00分～14時00分 ④14時30分～15時30分 

●場 所     伊豆の国市商工会 本所（伊豆の国市四日町290） 

●講 師     静岡県事業承継ネットワーク 中小企業診断士 浅田 博彦 氏 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

●連携・協力  伊豆の国市／静岡県事業承継ネットワーク／静岡県事業引継ぎ支援センター 

 伊豆の国市商工会では、創業・事業承継の他、経営全般の支援などに関する相談も承っております。 

まずは商工会までご相談下さい。(伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090)  

静岡県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者 清水 至亮 氏 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529372098/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tN1BpOGQzcDVqN1kvVlZHVmw4azdncUkvQUFBQUFBQUF0bk0vakM2NW83VXFHSFkvdzEyMDAtaDYzMC1wLWstbm8tbnUva2lneW91X2J1c2luZXNzX21hbi5wbmc-/RS=%5EADB9G
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529373060/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tMTRYc2dPblBTcmcvVm9YNUpENm5ERUkvQUFBQUFBQUEyU2cvVlN5RTdJNHVobjQvczgwMC9jaGlzYW5jaGlzeW91X3Rva3VzYW5oaW4ucG5n/RS=%5EADBz6z2UWu2KcPJ9QyNCy
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529373210/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2JmLXVkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9iZi11ZC9pbWFnZXMvYWJvdXQvYXJlYV9tYXAuZ2lm/RS=%5EADBhPYAFBX3mS588nj7UKT0vCqAS0o-;_ylt=A2RivbWZECdbqQEAMCiU3uV7


伊豆の国市商工会女性部は

バス研修・講習会と1年を通

して活動しています。 

年間1,000円の会費でいろい

ろチャレンジしましょう。 

詳しくは伊豆の国市商工会まで 

    055-949-3090  

  夏の花壇 

  視察研修 

 反射炉入口交差点  

南條本区子ども会の皆さんと 

 
私たちの生活が変わる新しいＴＶ放送について 

  

 今年12月に予定されている新しい放送4K、8Kチャンネルの

本放送が開始され、この放送によって私たちの暮らしが変わり

ます。4K、8Kチャンネルとはどんなチャンネルなのか。今放送

されているのは，ハイビジョン放送で2Kです。画素数はおよそ

200万画素で2KのKは、1000という意味です。画素数1920万

画素でおよそ2000万画素なので2Kといわれています。 4Kは

その4倍の画素数およそ800万画素で、8Kはさらにその4倍お

よそ3300万画素です。この4K、8Kをあわせてスーパーハイビ

ジョンと呼びます。              

 次に12月から4K、8Kチャンネルはどうすれば見ることができ

るのかと言いますと、各BS放送に新たなチャンネルが加わりま

す。現在BSを視ている家庭では、今後発売される4Kテレビを

設置すれば4Kチャンネルを視ることができます。また現在BS

を視ていて、すでに4K対応テレビがある場合、今後発売の4K

放送対応のチューナーを接続すれば、4Kチャンネルを視るこ

とが出来ます。8Kに対応したテレビやチューナーは、今後発

売予定です。現在のBS放送とは方式が違うため8Kアンテナを

設置する必要があります。また、他にケーブルや部屋の壁に

あるテレビ端子などの交換が必要な場合もあります。放送され

る番組は、高い臨場感を生かしたドラマ、自然番組、スポーツ

など様々な番組を予定され、8Kは、これまでのテレビと違い自

然の色をほぼ再現できるようになります。 

そして、まぶしいほどの明るさと真っ暗な黒を表現できるように

なり、それと超高解像度、きめ細かさが合わさるとまるで、美術館

の中にいるような感覚が得られ、演劇や劇場の中継も劇場の一

番良い席で実際に観劇しているかのようです。スポーツ中継は、

動きをよりなめらかに映し出すことができるのでスポーツ中継もよ

りリアルに迫力を感じられます。 

 これまでのテレビはテレビジョンの略で、遠くを見るという意味で

す。4K、8Kスーパーハイビジョンは、高臨場感でまるでその場に

いるような体感が得られ、その場にいながら遠くの場所にいるよう

な臨場感を体感できるということです。高齢化社会になった今、

4K、8Kチャンネルは、高齢者や様々な事情で家を出られない人

にとって家にいながらにして様々な場所を体感できます。2020年

の東京オリンピック・パラリンピックでは、遠くに住んでいて実際に

会場に行った気分、もしくはそれ以上の感動を得られるかもしれ

ません。 スーパーハイビジョンは放送以外にも医療などへの応

用が期待され、8K内視鏡カメラで実際では見ることのできないも

のも、超高精細映像で見てモニターで拡大して手術ができ、遠隔

地の診療も実際に目の前に患者がいるように診察ができます。 

このように、放送が始まることによって放送以外の活用もさらに

進んでいくことでしょう。 

 12月の放送開始にあたっての課題は、4Kチャンネルでは、既

に発売されている4Kテレビだけでは放送を見ることができないと

いうことをまだ知らない人が多いと思います。もっとその認知度を

上げる必要があるように思います。 

  中小企業・小規模事業者のための経営相談所。～企業のお悩みを何でも相談できます～ 

相談無料 

 よろず支援拠点は、地域の支援機関と連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営相談に対応するた

め、平成26年から、全国の都道府県に設置された国の機関です。この度、伊豆の国市及び周辺市町の中小企業・小規模

事業者に対して、より手厚く、きめ細やかな支援を実施するため、伊豆の国市商工会にサテライト相談窓口を設置します。 

相談日程 7月以降の相談日程は下記の通りです。 ●相談をご希望される方は事前に、伊豆の国市 

   商工会までお申込下さい。予約制です。 

●相談時間は、下記の通りです。（1時間単位） 

  ①  9：00～10：00  ②10：30～11：30  

  ③13：00～14：00     ④14：30～15：30 

  ⑤16：00～17：00 

日 時：7月25日（水）・8月22日（水） 
場 所：伊豆の国市商工会（四日町290）   

●問合せ・申込先 ※土日祝日を除く 

  伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090  

                         

「第69回 きにゃんね大仁夏祭り」 
 恒例となりました８月１日の「きにゃんね大仁夏祭り」。大仁駅前商店街では商工会

員による出店が賑やかに立ち並び、豪華景品が当たる大抽選会やステージイベントも行われます。 

また花火大会は打ち上げ総数なんと８０００発！！皆様お誘いあわせの上、是非ご来場ください！ 

花火大会/19:45～20:30 

 

【主な出品条件】 

・主な原材料に県産農林水産物を使用し、商品化後 

 2年以内の商品（平成28年4月以降の販売） 

・県内に住所又は主たる事務所の所在地を有するもの 

・食品以外の加工品には、未利用、低利用の静岡県産 

 農林水産物を使用していること 

【主な受賞特典】 

・報道機関への情報提供、県が作成するパンフレット  

 へ掲載などのPRを受けられる他、様々な特典多数。 

 

※応募締切：平成30年7月10日（火）締切間近です。 
 応募を希望の方は伊豆の国市商工会までご連絡下さい。 

 

6月14日、住みたい田舎ランキング全国第1位「山梨県北杜市」ヘ、行ってきました。 

今年1月に伊豆の国市に北杜市女性部が来訪され、交流が生まれたことをきっかけに「北杜市の移住・定住の 

取り組みについて」北杜市渡辺市長、市役所職員から説明を受けました。 

平成の大合併で8町村が1つになり人口や景観は伊豆の国市と似たところがあり「山紫水明の里」と銘打ち、4つの日 

本一を大いに活用しています。平成27年度から「ふるさと創生事業」が始まり、取り組みが成果を上げ、移住者の７割 

が40代以下とこれからを担う層にターゲットを絞った制度や支援がいくつか紹介されました。女性の起業が多いことも 

市の応援の賜物。伊豆の国市でも創業に力を入れ、若い世代の取り込みを狙った制度や支援がありますが、なるほどと思う内容を学んできま 

した。学びの後は、シャトレーゼ工場見学、山梨県の特産「さくらんぼ狩り」体験をし、広大な北杜市を駆け足で巡ってきました。 

女性部に加入しませんか？ さくらんぼ狩り 

北杜市の皆さんと 

◆日   程  平成30年11月6日（火） 

◆場   所  プラサヴェルデ コンベンションホールA 

◆募集内容  発注企業200社・受注企業400社 

◆参  加  費  発注企業：無料  受注企業：1,000円 
※本ビジネスマッチング開催までの流れ 
①発注企業を募集※資材購買・調達・生産技術・研究開発・設備保全・新商品 

 開発等の案件をもつメーカーや食品バイヤー【締切：7月20日（金）】 
②受注企業を募集 ※発注企業の発注ニーズに対応または提案いただける企業 

 【締切：9月25日（火）】 
③商談先の選定（発注企業が商談したい受注企業を選定） 

④商談スケジュールの発送【10月23日】⑤商談会場にて個別商談会を実施 

【主催】沼津信用金庫・三島信用金庫・富士宮信用金庫・富士信用金庫 

【お問合せ先】沼津信用金庫経営支援部経営支援課 TEL 055-962-6767 

H29.4.1～H30.3.31 (敬称略) 

NO 事業所 代表者 業種

26 AVANT 齋藤純也 加圧・ストレッチ教室

27 LADA　　ラーダ 川嵜高嗣 ダンススクール

28 ＮＥＸＴ　ＦＵＴＵＲＥ 野嵜雅之 マ-ケティング事業

29 パール企画（分津川） 水野泉 コンパニオン・芸妓置屋

30 謙匠 大山栄喜 仕出し業

31 ネイルサロンａｌｏhａ 魏麗娜 美容　ネイルサロン　

32 ちびっこエンジェル 白井洋子 託児所

33 明日香 市川さゆり 飲食業

34 MA.RI.KA DANCE STUDIO 中村麻里花 ダンス・フィットネススタジオ

35 白薔薇 加々見敦子 飲食業

36 タシロ設備 田代友次 水道設備

37 ㈱光栄総業 渡邉恭紀 製鋼原料卸売

38 川口秀幸 整体業

39 シバヤマ電機工事 柴山守 電気設備工事

40 伊豆リハビリ整体 井上純爾 スポーツトレーナー

41 近藤住建 近藤芳博 建設業

42 ㈲仲原商事　いちごプラザ 仲原誠一 ドライブイン

43 トランキャス・ファーム 幡本　均 ペット販売・美容業

44 宮川設備 宮川朝長 配管工

45 クッキーキルト 稲毛尚子 パッチワークキルト材料販売・教室

46 伊賀賢治 スイカ農業

47 岩田行政書士事務所 岩田繁 士業

48 ハラ設備 原章祐 水道設備

49 江間製作所 七戸岩則 機材修理

50 牧野重雄 運送業

51 いろ鳥 花木美登里 飲食業

～平成29年度新会員の皆様です～ よろしくお願いします 

NO 事業所 代表者 業種

1 松井内装 松井仁生 内装業

2 澤田塗装 澤田力 建築塗装

3 (株)豊英 眞野七作 解体・運送

4 ACP眞野慶太写真事務所 眞野慶太 写真撮影業

5 庭くま 杉山　拓 造園業

6 conster 佐藤修一 建設業

7 ｗａｉ　ｗａｉ 塩崎貴文 飲食

8 一二三鮎屋 井川弘二郎 飲食業

9 澤谷建築 澤谷仁史 建築業

10 ㈲東海マルイワ実業 黒岩辰夫 一般土木建築

11 セイショウ設備 青野正哉 水道設備工事

12 ちゃる麺 浅利秀彦 ラーメン調理販売

13 GARAGE　FLOW 今野清春 自動車電装業

14 Evance 新村夏織 飲食業

15 大成工業 飯田亜理沙 建設業

16 RECANTO 伊佐勝弘 ブラジル料理店

17 ファミリーマート三島梅名店 山口浩二 コンビニエンスストア

18 村山装飾 村山健治 内装業

19 一社)静岡県調理師連合　伊豆誠心調理師会 佐藤義仁 調理師会

20 便利屋シンク・タンク・ゲン 安立源 飲食・サービス

21 スコップ伊豆長岡店 原充保 飲食店

22 ＷＡ：Garments ワーガメンツ 小暮勇大 洋服小物販売・着物リメイク

23 杉山興業㈱ 杉山政弘 とび土木工事業

24 大藪裕史 苺農家

25 ㈱東海医療器械 鈴木和憲 医療福祉用具その他関連用品卸販売

 

 

 

 

 

   

 

 

         
 タイムスケジュール 【6月20日時点】  

 ※この他ステージイベント盛りだくさん 

・歩行者天国 14：00～21：30   

・大抽選会  16：00～ 石井米店横駐車場 

・かわかんじょう 18:30～(神島橋上流100m) 

・花火大会   19:45～20:30 大仁橋付近 

８/１ 
（水） 

 
 

－静岡県主催－ 

～参加方法～ 

「7/31の折込チラシ」、または「お楽しみ前売券」についてい

る引換券を花火大会当日抽選券とお引換えいたします。 

（14：30～歩行者天国本部にて） ★お楽しみ前売券は7/14(土)

より石井米店、長屋書店、杉村百貨店、平井精肉店の4店舗にて

1枚¥1,000で販売します。(抽選券＋金魚すくい券＋1,100円分

の金券として使えます)。販売総数は100枚、売切れ次第終了。 
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